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J9510 プログラミング入門1 J0319 プログラミング入門 春学期授業 月曜1時限 波多野　大督 ＡＬラボ２
J9511 プログラミング入門1 J0320 プログラミング入門 春学期授業 月曜1時限 久東　義典 共通実験
J9510 プログラミング入門1 J0319 プログラミング入門 春学期授業 月曜2時限 波多野　大督 ＡＬラボ２
J9511 プログラミング入門1 J0320 プログラミング入門 春学期授業 月曜2時限 久東　義典 共通実験
J9526 C/C++によるシステムプログラミング基礎 J0408 プログラミング演習2(C/C++) 春学期授業 月曜2時限 若原　徹 ＡＬラボ１
J9536 力学の応用　- 剛体の運動 J0444 力学の応用 春学期授業 月曜2時限 善甫　康成 Ｗ３１１
J9534 プログラミング演習2 J0442 プログラミング演習2(python) 春学期授業 月曜5時限 伊藤　克亘 ＡＬラボ１
J9525 コンパイラ（言語処理系基礎） J0407 コンパイラ 春学期授業 火曜2時限 佐々木　晃 Ｗ２１３
J9502 情報科学リテラシ2 J0023 数理実験 春学期授業 火曜3時限 小池　崇文, 三竹　毅 Ｗ１０３
J9503 情報科学リテラシ2 J0024 数理実験 春学期授業 火曜3時限 伊藤　克亘, 田村　祐介 Ｗ２１３
J9134 時事英語２ J0134 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜3時限 レオーネVジェームス Ｗ１０１
J9502 情報科学リテラシ2 J0023 数理実験 春学期授業 火曜4時限 小池　崇文三竹　毅 Ｗ１０３
J9503 情報科学リテラシ2 J0024 数理実験 春学期授業 火曜4時限 伊藤　克亘田村　祐介 Ｗ２１３
J9132 時事英語２ J0132 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜4時限 レオーネVジェームス Ｗ１０１
J9131 時事英語２ J0131 リーディング＆ライティング 春学期授業 水曜3時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ２１２
J9133 時事英語２ J0133 リーディング＆ライティング 春学期授業 水曜3時限 行名　一夫 Ｗ１０１
J9512 プログラミング入門1 J0321 プログラミング入門 春学期授業 水曜3時限 赤石　美奈 共通実験
J9513 プログラミング入門1 J0322 プログラミング入門 春学期授業 水曜3時限 五月女　健治 ＡＬラボ２
J9135 時事英語２ J0135 リーディング＆ライティング 春学期授業 水曜4時限 行名　一夫 Ｗ１０１
J9136 時事英語２ J0136 リーディング＆ライティング 春学期授業 水曜4時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ２１２
J9512 プログラミング入門1 J0321 プログラミング入門 春学期授業 水曜4時限 赤石　美奈 共通実験
J9513 プログラミング入門1 J0322 プログラミング入門 春学期授業 水曜4時限 五月女　健治 ＡＬラボ２
J9505 マルチメディア技術と応用 J0304 コンピュータシステム入門1 春学期授業 木曜1時限 坂本　寛 Ｗ１０３
J9535 微積分法の応用 J0443 微積分法の応用：フーリエ級数と変換 春学期授業 木曜5時限 秋野　喜彦 Ｗ１０２
J9501 電磁場と電磁波 J0020 交流回路と電磁波：周波数・過渡応答、ベクトル解析 春学期授業 金曜1時限 秋野　喜彦 Ｗ３１１
J9532 形状モデリング J0438 CGのための幾何学 春学期授業 金曜1時限 小池　崇文 Ｗ１０３
J9504 マルチメディア技術と応用 J0303 コンピュータシステム入門1 春学期授業 金曜2時限 佐々木　晃 Ｗ１０２
J9514 プログラミング入門1 J0398 プログラミング入門 春学期集中 集中・その他 赤石　美奈 その他
J9515 プログラミング入門2 J0323 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜1時限 廣津　登志夫 ＡＬラボ１
J9516 プログラミング入門2 J0324 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜1時限 坂本　寛 ＡＬラボ２
J9517 プログラミング入門2 J0325 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜1時限 久東　義典 共通実験
J9531 人工知能入門 J0430 人工知能 秋学期授業 月曜1時限 藤田　悟 Ｗ１０３
J9538 科学技術計算1 J0450 科学技術計算 秋学期授業 月曜1時限 岩沢　美佐子 Ｗ１０２
J9515 プログラミング入門2 J0323 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜2時限 廣津　登志夫 ＡＬラボ１
J9516 プログラミング入門2 J0324 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜2時限 坂本　寛 ＡＬラボ２
J9517 プログラミング入門2 J0325 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 月曜2時限 久東　義典 共通実験
J9519 プログラミング演習1 J0326 プログラミング演習1(python) 秋学期授業 月曜3時限 佐々木　晃 ＡＬラボ２
J9524 プログラミング演習3 J0403 プログラミング演習1(C/C++) 秋学期授業 月曜4時限 廣津　登志夫 ＡＬラボ２
J9530 人工知能入門 J0429 人工知能 秋学期授業 火曜1時限 赤石　美奈 Ｗ１０３
J9181 時事英語１ J0181 時事英語 秋学期授業 火曜3時限 レオーネVジェームス Ｗ１０１
J9185 時事英語１ J0185 時事英語 秋学期授業 火曜4時限 レオーネVジェームス Ｗ１０１
J9527 並列分散処理入門 J0421 並列分散処理 秋学期授業 火曜5時限 八巻　隼人 ＡＬラボ１
J9528 データベース入門 J0427 データベース 秋学期授業 火曜5時限 日高　宗一郎 Ｗ２１３
J9182 時事英語１ J0182 時事英語 秋学期授業 水曜3時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ２１２
J9183 時事英語１ J0183 時事英語 秋学期授業 水曜3時限 行名　一夫 Ｗ１０２
J9506 OS/インターネット入門 J0305 コンピュータシステム入門2 秋学期授業 水曜3時限 首藤　裕一 Ｗ１０３
J9539 情報科教育法 J2001 情報科教育法Ⅰ 秋学期授業 水曜3時限 小林　邦久 Ｗ１０１
J9184 時事英語１ J0184 時事英語 秋学期授業 水曜4時限 行名　一夫 Ｗ１０２
J9186 時事英語１ J0186 時事英語 秋学期授業 水曜4時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ２１２
J9523 ハードウェア実験(組み込みシステム入門) J0336 情報科学実験 秋学期授業 水曜4時限 李　亜民, 馬　建華, 赤石　美奈 ＡＬラボ１
J9539 情報科教育法 J2001 情報科教育法Ⅰ 秋学期授業 水曜4時限 小林　邦久 Ｗ１０１
J9523 ハードウェア実験(組み込みシステム入門) J0336 情報科学実験 秋学期授業 水曜5時限 李　亜民, 馬　建華, 赤石　美奈 ＡＬラボ１
J9509 情報科学リテラシ1 J0308 情報科学リテラシ 秋学期授業 木曜1時限 小西　克巳 Ｗ２１３
J9533 パターン認識 J0440 パターン認識と機械学習 秋学期授業 木曜1時限 若原　徹 Ｗ３１１
J9521 最適化入門 J0334 最適化 秋学期授業 木曜5時限 佐川　浩彦 Ｗ３１１
J9537 画像情報処理 J0446 画像処理 秋学期授業 木曜5時限 花泉　弘 ＡＬラボ１
J9508 情報科学リテラシ1 J0307 情報科学リテラシ 秋学期授業 金曜2時限 坂本　寛 Ｗ１０３
J9520 プログラミング演習1 J0327 プログラミング演習1(python) 秋学期授業 金曜2時限 小林　郁夫 ＡＬラボ２
J9507 OS/インターネット入門 J0306 コンピュータシステム入門2 秋学期授業 金曜4時限 村上　健一郎 Ｗ２１３
J9529 データベース入門 J0428 データベース 秋学期授業 金曜4時限 坂本　寛 Ｗ１０３
J9518 プログラミング入門2 J0399 プログラミング1(C/C++) 秋学期集中 集中・その他 廣津　登志夫 その他
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・単位、必修/選択、配当学年、履修上の注意などについては、履修ガイド(https://hosei-hondana.actibookone.com/?cNo=96323&param=MV8xXzc=&pNo=22)をご確認ください。


